
年度 開催地 代 表

H7(1995) 高槻市 ツヅキグローバル 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第１６回 9T （東大阪市） （吹田市）

H8(1996) 高槻市 ツヅキグローバル 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第１７回 10T （東大阪市） （吹田市）

H9(1997) 高槻市 カコイクラブ 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第１８回 8T （高槻市） （吹田市）

H10(1998) 高槻市 カコイクラブ 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第１９回 8T （高槻市） （吹田市）

H11(1999) 高槻市 カコイクラブ 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第２０回 11T （高槻市） （吹田市）

H12(2000) 高槻市 大阪エキスパーツ 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第２１回 12T （吹田市） （吹田市）

H13(2001) 高槻市 摂津ウイングス 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第２２回 13T （摂津市） （吹田市）

H14(2002) 高槻市 摂津ウイングス レッツフジト

第２３回 14T （摂津市） （摂津市）

H15(2003) 高槻市 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ レッツフジト

第２４回 12T （吹田市） （摂津市）

H16(2004) 高槻市 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ レッツフジト

第２５回 13T （吹田市） （摂津市）

H17(2005) 高槻市 第1:大阪グローバル 第2:大阪桃次郎 第3:大阪エキスパーツ

第２６回 14T （東大阪市） （八尾市） （吹田市）

H18(2006) 高槻市 大阪桃次郎 オリンピアＳ・Ｃ

第２７回 17T （八尾市） （岸和田市）

H19(2007) 高槻市 大阪桃次郎 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第２８回 18T （八尾市） （吹田市）

H20(2008) 高槻市 大阪桃次郎 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第２９回 18T （八尾市） （吹田市）

H21(2009) 高槻市 第1:大阪桃次郎 第2:オーシャンクラブ 第3:大阪エキスパーツ

第３０回 17T （八尾市） （大阪市） （吹田市）

H22(2010) 高槻市 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 三菱ハイタククラブ

第３１回 19T （吹田市） （守口市）

H23(2011) 大阪市他 未来都 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第３２回 17T （守口市） （吹田市）

H24(2012) 泉州他 第1:未来都 第2:大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 第3:大阪グローバル

第３３回 17T （守口市） （吹田市）
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年度 開催地 優 勝 準優勝

H25(2013) 大阪市 大阪桃次郎 未来都ＨＣ ディーレックス 大阪グローバル

第1回(第34回) 19T （八尾市） （守口市） （大阪市） （ 堺 ）

H26(2014) 大阪市 未来都ＨＣ 大阪桃次郎 大阪FCｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

第2回(第35回) 14T （守口市） （八尾市） （吹田市）

H27(2015) 大阪市 大阪グローバル ＩＳダイナマイツ 未来都ＨＣ セブンスターズ

第3回(第36回) 15T （ 堺 ） （豊中市） （守口市） （吹田市）

H28(2016) 大阪市 大阪グローバル 大阪桃次郎 未来都ＨＣ 原寺クラブ

第4回(第37回) 17T （ 堺 ） （八尾市） （守口市） （ 堺 ）

H29(2017) 大阪市 大阪桃次郎 北青クラブ 大阪桜ＳＣ 未来都ＨＣ

第5回(第38回) 15T （八尾市） （大阪ＲＳ） （大東市） （守口市）

H30(2018) 大阪市 未来都ＨＣ 大阪グローバル 東部クラブ 大阪桜ＳＣ

第6回(第39回) 15T （守口市） （ 堺 ） （柏原市） （守口市）

R1(2019) 大阪市 大阪グローバル 未来都ＨＣ カッターズ 大阪桜ＳＣ

第7回(第40回) 13T （ 堺 ） （守口市） （ 堺 ） （守口市）

R2(2020) 大阪市

第8回(第41回) 14T

R3(2021) 大阪市 大阪グローバル 大阪桜ＳＣ 原寺クラブ 北青クラブ

第9回(第42回) 16T （ 堺 ） （守口市） （ 堺 ） （大阪ＲＳ）

R4(2022) 大阪市 大阪桃次郎 大阪・堺グローバル 茨木スターズ 大阪桜ＳＣ

第10回(第43回) 13T （ 堺 ） （ 堺 ） （茨木市） （守口市）

ミズノカップクラブチャンピオンシップ大阪 成績一覧
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大会中止（新型コロナウイルス感染予防及び拡大防止のため）


